
公立病院改革プランの実施状況等（平成23年９月30日現在） 　都道府県名
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団体名 病院名

地方独立行政法人
岡山県精神科医療センター

岡山県精神科医療センター 2

岡山市 総合病院岡山市立市民病院 3

岡山市 岡山市立せのお病院 4

岡山市 岡山市立金川病院 5

倉敷市 倉敷市立児島市民病院 6

玉野市 玉野市立玉野市民病院 7

笠岡市 笠岡市立市民病院 8

井原市 井原市立井原市民病院 9

高梁市
高梁市国民健康保険
成羽病院

10

備前市
備前市国民健康保険
市立備前病院

11

備前市
備前市国民健康保険
市立日生病院
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備前市
備前市国民健康保険
市立吉永病院

13

瀬戸内市 瀬戸内市立瀬戸内市民病院 14

赤磐市 赤磐市立赤磐市民病院 15

真庭市
真庭市国民健康保険
湯原温泉病院

16

美作市 美作市立大原病院 17

矢掛町 矢掛町国民健康保険病院 18

鏡野町 鏡野町国民健康保険病院 19

岡山市久米南町国民健康
保険病院組合

国民健康保険福渡病院 20

岡山県
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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岡山県精神科医療センター

病院名 岡山県精神科医療センター

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

地方独法

2,947 3,284 平成２２～２３年度

2,708 3,115

239 169 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人 ●

地財法 指定管理者制度

平成20年度 125.1 125.1 民間譲渡

平成21年度 106.7 114.9 診療所化

平成22年度 108.8 105.4
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 109.2 113.9

平成20年度 62.1 62.1

平成21年度 77.9 69.0 既に実施済 ○

平成22年度 76.6 74.3 今年度実施予定

平成23年度 76.6 72.7 実施(予定)時期 平成２３年７月～８月

平成20年度 93.7 93.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 90.5 委員会等名
岡山県地方独立行政法人
評価委員会

平成22年度 90.0 90.4 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

平成１９年度 平成１９年度 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年７月～９月

無

ＵＲＬ

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-
7660.html

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岡山市

病院名 総合病院岡山市立市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

7,284 7,410 検討中

7,206 7,251 関係部局で協議

78 159 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人 ○

地財法 指定管理者制度

平成20年度 100.2 101.3 民間譲渡

平成21年度 100.5 99.4 診療所化

平成22年度 101.1 102.2
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.7 101.0

平成20年度 53.8 52.1

平成21年度 53.1 53.5 既に実施済

平成22年度 52.9 53.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.8 52.4 実施(予定)時期 検討中

平成20年度 84.3 82.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.3 79.9 委員会等名 内部評価委員会

平成22年度 84.5 79.7 その他

平成23年度 84.6 80.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年度

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

関係部局で協議

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

（仮称）岡山総合医療センター構想の中で各医療機関の役
割分担と連携を促進させた地域医療ネットワーク構築の考
え方について示している。このネットワーク構築に貢献する
医療機関として、（仮称）岡山総合医療センターを岡山大学
との連携のもとで実現することを目指す。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

職員給与比率（%)

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岡山市

病院名 岡山市立せのお病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

916 921 検討中

930 893 関係部局で協議

△ 14 28 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 92.6 92.0 民間譲渡

平成21年度 95.3 97.1 診療所化

平成22年度 98.5 103.1
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.3 100.1

平成20年度 60.0 62.8

平成21年度 57.6 59.5 既に実施済

平成22年度 58.9 58.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.9 61.0 実施(予定)時期 検討中

平成20年度 66.4 74.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.4 71.6 委員会等名 内部評価委員会

平成22年度 83.3 79.5 その他

平成23年度 88.3 80.0 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２２年度 実施(予定)時期 平成23年度

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

①再編・ネットワーク
化の検討体制

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

職員給与比率（%)

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

関係部局で協議

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

当面、亜急性期病床を設置し、急性期医療を担う市民病院
の補完機能を担う

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岡山市

病院名 岡山市立金川病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意 全部適用

440 463 平成21年2月 平成24年4月

496 603
総合保健福祉施設建設事
業（金川病院併設）検討委
員会

△ 56 △ 140 公営企業法全部適用 ●

健全化法 7.0 48.2 地方独立行政法人

地財法 7.0 48.2 指定管理者制度 ◎

平成20年度 89.7 85.3 民間譲渡

平成21年度 90.0 88.6 診療所化

平成22年度 88.6 76.8
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 89.7 60.1

平成20年度 81.7 89.5

平成21年度 80.8 85.9 既に実施済

平成22年度 80.4 103.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 79.4 139.7 実施(予定)時期 検討中

平成20年度 52.5 51.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 52.5 60.9 委員会等名 内部評価委員会

平成22年度 52.5 75.0 その他

平成23年度 52.5 45.0 公表（予定）※ ○

平成２４年度 平成２４年度 実施(予定)時期 平成23年度

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

医療機能分担（急性期病院-回復期病院）
公設民営（指定管理者制度(利用料金制)）

経常損益（百万円）

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

職員給与比率（%)

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 倉敷市

病院名 倉敷市立児島市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

再編・ネットワーク化は困難だと考えています 一部適用

2,075 1,842 予定無し

2,173 1,955

△ 98 △ 113 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 73.4 73.4 民間譲渡

平成21年度 86.9 87.2 診療所化

平成22年度 95.5 94.2
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.2 98.2

平成20年度 89.8 89.8

平成21年度 72.5 72.2 既に実施済 ○

平成22年度 63.8 67.0 今年度実施予定

平成23年度 61.3 69.0 実施(予定)時期 平成23年3月25日

平成20年度 46.1 46.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 54.0 54.5 委員会等名
倉敷市立児島市民病院改
革プラン評価委員会

平成22年度 70.7 66.4 その他

平成23年度 80.8 76.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年4月26日

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www2.city.kurashiki.okayama.jp/hospital
/index.html

公立病院改革プラン最終年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 玉野市

病院名 玉野市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

2,414 2,238 平成２５年度

2,372 2,418

42 △ 180 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 84.3 85.4 民間譲渡

平成21年度 99.7 96.5 診療所化

平成22年度 101.8 92.6
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.6 102.6

平成20年度 75.9 75.6

平成21年度 63.7 77.0 既に実施済

平成22年度 63.0 79.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.8 60.8 実施(予定)時期 平成２３年１１月

平成20年度 63.3 63.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.9 60.5 委員会等名
玉野市行政評価市民評価
委員会

平成22年度 74.4 61.5 その他

平成23年度 74.4 74.4 公表（予定）※ ○

平成２２年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２３年１１月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

平成23年3月に策定した「玉野市民病院経営改善計画」に
掲げている，「関連病院との連携強化」等の着実な実施に努
めていく。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

玉野市民病院経営改善委員会

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

公立病院改革プラン最終年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 笠岡市

病院名 笠岡市立市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

2,248 2,190 平成２３年度 平成２５年度

2,318 2,150

△ 70 40 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 98.2 101.0 民間譲渡

平成21年度 97.9 100.5 診療所化

平成22年度 97.0 101.9
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.5 100.4

平成20年度 70.2 68.7

平成21年度 66.9 65.1 既に実施済 ○

平成22年度 65.1 61.2 今年度実施予定

平成23年度 63.3 66.2 実施(予定)時期 平成23年7月21日

平成20年度 65.3 65.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.2 64.6 委員会等名
笠岡市立市民病院改革プラ
ン評価委員会

平成22年度 71.1 67.6 その他 委員については別紙のとおり

平成23年度 72.2 68.9 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成25年度 平成25年度 その他 市広報誌

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

近隣の各公立病院はそれぞれ地域の中核的病院としての
役割を重視しており、現時点では施設的な統合は難しい状
況であるが、医師派遣等の医療連携の一層の推進を図る。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

岡山県公立病院改革検討協議会県南西部医療圏部会

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

公立病院改革プラン最終年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 井原市

病院名 井原市立井原市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

2,265 2,395 平成23年度 平成21年2月25日

2,394 2,510

△ 129 △ 114 公営企業法全部適用 ●

健全化法 ― ― 地方独立行政法人

地財法 ― ― 指定管理者制度

平成20年度 90.7 90.8 民間譲渡

平成21年度 91.6 93.5 診療所化

平成22年度 94.6 95.4
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 97.6 97.6

平成20年度 62.4 62.4

平成21年度 64.2 63.7 既に実施済

平成22年度 63.6 65.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 62.4 65.0 実施(予定)時期 平成23年11月7日

平成20年度 87.0 86.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.0 88.6 委員会等名 井原市民病院運営協議会

平成22年度 88.0 85.1 その他
事業所代表（井原医師会長、井原商工会議所次
長、介護施設施設長）、被保険者代表（各種市民団

体代表）

平成23年度 89.0 86.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

平成２０年１０月に市民３，０００人（回答者：１，４３５人）を対
象に実施した「市民アンケート」（別添資料）でも、約６７％の
方が、「経営形態・立地の現状維持」を希望されていること
からも、地域における必要性、役割及び期待は非常に高い
ものと判断することができ、岡山県公立病院改革検討協議
会の県南西部医療圏の部会で計６回にわたり協議しました
が、各病院が比較的分散して立地していることや近年多額
の投資を行い、建物等の更新を行なっていること及び各病
院ともに地域の中核的病院としての役割を重視していること
を踏まえて、当面再編等を実施する予定はありません。
　ただし、各医療機関で不足する診療科の応援支援を可能
な限り行っていき、医師不足の緩和・地域医療の確保を推
進し、連携を強化していきたいと考えております。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

岡山県公立病院改革検討協議会県南西部医療圏部会
公立病院改革プラン最終年度

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.ibarahp.jp/hospital/index.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 高梁市

病院名 高梁市国民健康保険成羽病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見込
有り）

　　検討中 　一部適用

1,500.4 1,484.6 　 未定 平成２４年４月１日

1,488.4 1,511.2 　　　

12.0 △ 26.6 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 98.7 96.9 民間譲渡

平成21年度 99.8 95.0 診療所化

平成22年度 100.8 98.2
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.2 101.0

平成20年度 55.9 56.0

平成21年度 56.3 60.1 既に実施済 ○

平成22年度 56.5 59.0 今年度実施予定

平成23年度 56.9 56.6 実施(予定)時期 平成２３年９月

平成20年度 77.1 76.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.0 66.0 委員会等名 決算監査、決算特別委員会

平成22年度 74.9 67.3 その他 　

平成23年度 73.8 67.4 公表（予定）※ ○

平成２２年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２６年３月

平成２５年度 平成２５年度 その他 　

有

実施(予定)時期 　

無 ○

ＵＲＬ

岡山県公立病院改革検討協議会県南西部医療圏部会

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠組
みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意（実
施中）」の病院は①～③を
記入。

再編については、各公立病院はそれぞれ地域の中核病
院としての役割を重視しており、難しい状況である。また、
ネットワーク化については、医師派遣などの連携を進めて
いきたいと思っている。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

プランの平成22年
度実施状況に係る
点検・評価の状況
（予定含む）

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に記
入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付するこ
と。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場合
●、決定済の場
合◎、検討中の
場合○（複数可）
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度の
収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 備前市

病院名 備前病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 一部適用

1,348 1,240 平成22年12月15日 平成26年4月1日

1,541 1,305 備前市病院事業幹部会議

△ 193 △ 65 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 87.3 86.1 民間譲渡

平成21年度 87.6 92.0 診療所化

平成22年度 87.5 95.0
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 87.6 96.7

平成20年度 68.9 72.3

平成21年度 66.3 70.2 既に実施済

平成22年度 68.3 68.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 67.9 68.0 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 70.0 65.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 65.3 委員会等名
備前市病院事業経営評価
委員会

平成22年度 70.0 67.0 その他

平成23年度 70.0 70.0 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年11月

無

ＵＲＬ

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

区　　　分

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

経営形態の見直し（予定）時期

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.city.bizen.okayama.jp/mpsdata/we
b/1697/kaikaku1.pdf

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

　平成22年12月15日付、備前市病院事業検討委員会から
の答申に基づき、日生病院との経営統合を含めた経営形態
のあり方について、平成24年度末を目途に方向性を研究し
ていく。
　3病院間での患者紹介、人事交流、共同発注・共同入札な
どを進め、さらなる連携の強化を図る。
　また、備前市、赤穂市及び上郡町による東備西播定住自
立圏共生ビジョンに基づき、圏域における新たな医療連携
体制について検討する。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

①再編・ネットワーク
化の検討体制

　赤穂市、上郡町

　市立病院間や、県内、定住自立圏域内の他の医療機関と
の連携を強化に向け、地域連携室を立ち上げた。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 備前市

病院名 日生病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 一部適用

1,276 1,298 平成22年12月15日 平成26年4月1日

1,237 1,271 備前市病院事業幹部会議

39 27 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 101.0 103.6 民間譲渡

平成21年度 101.5 101.4 診療所化

平成22年度 103.2 102.1
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 104.7 101.7

平成20年度 48.5 47.0

平成21年度 48.6 47.1 既に実施済

平成22年度 48.9 48.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 49.5 49.5 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 87.2 86.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 84.6 委員会等名
備前市病院事業経営評価
委員会

平成22年度 91.5 80.9 その他

平成23年度 92.0 92.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年11月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年11月

無

ＵＲＬ

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

　赤穂市、上郡町

職員給与比率（%)

平成22年12月15日付、備前市病院事業検討委員会からの
答申に基づき、備前病院との経営統合を含めた経営形態の
あり方について、平成24年度末を目途に方向性を研究して
いく。
　3病院間での患者紹介、人事交流、共同発注・共同入札な
どを進め、さらなる連携の強化を図る。
　また、備前市、赤穂市及び上郡町による東備西播定住自
立圏共生ビジョンに基づき、圏域における新たな医療連携
体制について検討する。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

　市立病院間や、県内、定住自立圏域内の他の医療機関と
の連携を強化に向け、地域連携室を立ち上げた。

公立病院改革プラン最終年度

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.bizen.okayama.jp/mpsdata/we
b/602/hinase-2.pdf

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 備前市

病院名 吉永病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 一部適用

1,682 1,816 平成22年12月15日 平成26年4月1日

1,630 1,756 備前市病院事業幹部会議

52 60 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 101.8 101.5 民間譲渡

平成21年度 103.4 100.4 診療所化

平成22年度 103.2 103.4
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.7 104.2

平成20年度 47.8 48.7

平成21年度 47.2 48.4 既に実施済

平成22年度 47.7 47.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.2 48.2 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 96.0 95.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 96.0 95.1 委員会等名
備前市病院事業経営評価
委員会

平成22年度 96.0 93.7 その他

平成23年度 96.0 96.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年11月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年11月

無

ＵＲＬ

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

　赤穂市、上郡町

職員給与比率（%)

　平成22年12月15日付、備前市病院事業検討委員会から
の答申に基づき、地方独立行政法人化について専門的な
研究を行い、平成26年4月1日を目途に専門的な研究を行
う。
　3病院間での患者紹介、人事交流、共同発注・共同入札な
どを進め、さらなる連携の強化を図る。
　また、備前市、赤穂市及び上郡町による東備西播定住自
立圏共生ビジョンに基づき、圏域における新たな医療連携
体制について検討する。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

　市立病院間や、県内、定住自立圏域内の他の医療機関と
の連携を強化に向け、地域連携室を立ち上げた。

公立病院改革プラン最終年度

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.bizen.okayama.jp/mpsdata/we
b/603/kaikakuY.pdf

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 瀬戸内市

病院名 瀬戸内市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 全部適用

1,493 1,138 平成20年4月1日 未定

1,458 1,088 市及び病院事業部で検討中

35 50 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.3 103.0 民間譲渡

平成21年度 101.0 103.5 診療所化

平成22年度 102.9 104.7
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.6 100.2

平成20年度 60.7 60.8

平成21年度 55.6 58.2 既に実施済

平成22年度 51.3 65.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.8 67.0 実施(予定)時期 平成23年11月4日

平成20年度 64.6 68.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 69.1 64.6 委員会等名
瀬戸内市立病院等検討委
員会

平成22年度 73.6 64.0 その他

平成23年度 73.8 70.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年11月下旬

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

市内にある２病院を１病院１診療所に再編。診療所化した病
院は、外来部門をそのまま残し入院機能を本院へ集約。本
院は、医療の質を高め、健全な経営を図る。

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.city.setouchi.lg.jp/~hospital/

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 赤磐市

病院名 赤磐市立赤磐市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

769 708 未定 平成23年3月31日

746 685 赤磐市民病院運営委員会等

23 23 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 96.3 95.5 民間譲渡

平成21年度 101.4 101.4 診療所化 ○

平成22年度 103.1 103.1
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 103.8 100.0

平成20年度 68.7 73.6

平成21年度 63.9 69.8 既に実施済 ○

平成22年度 61.2 68.6 今年度実施予定

平成23年度 58.5 72.4 実施(予定)時期 平成22年11月25日

平成20年度 56.0 51.7 委員会等の設置（予定） 有　

平成21年度 64.0 47.1 委員会等名 赤磐市民病院運営委員会

平成22年度 66.0 48.5 その他
赤磐市議会議員・病院部局
職員・住民・外部有識者

平成23年度 70.0 57.2 公表（予定）※ 無

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 未定

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 未定

無

ＵＲＬ

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

赤磐市民病院運営委員会等

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

公立病院改革プラン最終年度

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

・岡山県保健医療計画と老朽化した施設の更新計画とを総
合的に踏まえて協議する。
・県南東部の公立病院は、当院から遠距離に位置しており
再編は困難が予想される。
・市内には、当院以外に赤磐医師会病院があり、それぞれ
の役割と機能分担また今後の経営見通し等を赤磐医師会と
協議を進めていく。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 真庭市

病院名 湯原温泉病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

1,451 1,448 平成24年 3月 平成23年4月1日

1,440 1,426

11 22 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 99.0 101.1 民間譲渡

平成21年度 100.1 102.8 診療所化

平成22年度 100.8 101.5
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.0 100.1

平成20年度 58.0 57.5

平成21年度 59.4 57.6 既に実施済 平成23年8月

平成22年度 59.0 61.4 今年度実施予定

平成23年度 59.3 60.9 実施(予定)時期

平成20年度 87.0 87.0 委員会等の設置（予定） 有

平成21年度 87.0 89.3 委員会等名 運営委員会

平成22年度 87.0 86.2 その他 学識経験者等　９名

平成23年度 87.0 87.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成25年度 平成25年度 その他 ホームページ

有 ○

実施(予定)時期 平成23年9月

無

ＵＲＬ

　圏域内に他の公立病院はない。近隣の各公立病院は、そ
れぞれ地域の中核病院としての役割をはたしており、現段
階では難しいが、医師派遣等の医療連携については、検討
を行う。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.yubara.com/hospital/

運営委員会

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 美作市

病院名 美作市立大原病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

908 959 平成23年度 現状を維持

880 852 院内運営会議

28 107 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 100.2 105.9 民間譲渡

平成21年度 108.2 118.0 診療所化

平成22年度 103.2 112.6
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.0 104.9

平成20年度 61.2 57.9

平成21年度 63.9 57.2 既に実施済

平成22年度 65.7 60.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 67.6 66.2 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 86.0 88.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.0 90.1 委員会等名 文教・厚生委員会

平成22年度 85.0 87.8 その他

平成23年度 85.0 85.0 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成23年10月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

他の医療圏域での状況により検討するが、他の公立病院と
の再編・ネットワーク化は病院間の時間距離や生活圏の関
係から現状維持の方向。
具体には、当院の周囲15キロ以内に病院はなく、最も近い
鏡野町立国保病院は約60キロ、1時間30分かかるため、再
編、ネットワーク化については困難と考えている。救急告示
病院としての現在の役割を果たしながら県の第６次保健医
療計画を 踏まえて、４疾病５事業に係る医療連携体制等 に
おける今後のあり方についても検討していく。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

院内会議等で協議
公立病院改革プラン最終年度

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 矢掛町

病院名 矢掛町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

1,465 1,424 平成23年度 見直し予定なし

1,465 1,400

0 24 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 98.3 99.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 101.2 診療所化

平成22年度 100.0 101.7
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.4 100.3

平成20年度 56.3 56.1

平成21年度 55.5 60.2 既に実施済 ○

平成22年度 65.6 70.9 今年度実施予定

平成23年度 65.6 68.9 実施(予定)時期 平成23年8月2日

平成20年度 88.0 88.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.3 88.5 委員会等名 病院改革プラン検討委員会

平成22年度 92.3 81.4 その他

平成23年度 92.3 91.1 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他 病院広報誌

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

岡山県公立病院改革検討協議会検討部会

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

公立病院改革プラン最終年度

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

当院のように近年改築済みの病院もあり、それぞれが地域
の中核病院として運営されているため当面再編等は見込み
無し。
ただし、不足する診療科の応援派遣や救急対応について
は、今後も可能な限り連携強化に取り組む。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 鏡野町

病院名 鏡野町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,264 1,301 平成26年3月31日 平成26年3月31日

1,228 1,245 本町財政部局と協議

36 55 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 102.8 104.1 民間譲渡

平成21年度 103.2 103.1 診療所化

平成22年度 102.9 103.7
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 103.2 103.2

平成20年度 46.8 47.0

平成21年度 48.6 47.9 既に実施済

平成22年度 48.5 47.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.5 48.5 実施(予定)時期 平成２３年１２月中旬

平成20年度 86.5 87.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.6 85.0 委員会等名
鏡野町議会文教厚生常任
委員会

平成22年度 86.7 81.0 その他

平成23年度 86.8 83.0 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成２３年１２月下旬

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

院内の医事連絡会議で協議

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

岡山県津山英田保健医療圏において、公立病院間の再編
統合は、地理的要因により困難である。今後も地域医療の
中心的な役割を担い、相互の医師派遣等による応援・協力
体制を推進していく。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岡山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岡山市久米南町国民健康保険病院組合

病院名 岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施中 一部適用

1,036 1,072 平成26年3月（予定） 未定

1,023 1,074

13 △ 2 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 96.1 98.4 民間譲渡

平成21年度 101.1 102.2 診療所化

平成22年度 101.3 99.8
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.4 101.4

平成20年度 58.4 57.4

平成21年度 55.6 56.6 既に実施済

平成22年度 56.0 57.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.3 56.3 実施(予定)時期 平成23年12月（予定）

平成20年度 78.0 79.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 78.2 委員会等名 主務者会議

平成22年度 80.0 78.5 その他

平成23年度 80.0 80.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月（予定）

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期  

無 ○

ＵＲＬ

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

公立病院改革プラン最終年度

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

岡山大学病院・岡山医療センター・岡山市民病院・岡山済
生会総合病院・岡山中央病院等で、医師の派遣や、患者の
受入等地域医療において連携を図っている。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

上記の各病院間で地域連携等を拠点として医師の派遣や、
患者の受入等において、更に連携を深め地域医療の充実
を図っていく。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

岡山市民病院

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期
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